
＃1 2010/11/26
トーク力を身につけろ「ももいろばなし」！
メンバー大喜びの宿題とは！？
あの怪物がももクロを襲う！！

＃26 2011/5/20
ももいろクローバーZ「試練の七番勝負」！！
新たなスタートをきった5人に試練が襲いかかった！
第5戦 VS.プロファイリング

＃ 2012/2/11
テレ朝動画で好評配信中の『ももクロChan』の魅力が詰まった45分!名
場面集だけではなく、新企画や『ももクリ2011』のLIVE映像も出しちゃい
ます…ももいろクローバーZの汗と笑いと涙、そして素顔が満載です。

＃27 2011/5/27
ももいろクローバーZ「試練の七番勝負」！！
第6戦 VS.アニソン 水木一郎流 発声練習！
『Z』の意味とは？ももいろクローバーZ式挨拶！？

＃2 2010/12/3
「メルヘン大喜利」で珍回答続出！？
メンバーが考えた12月24日のライブ衣装デザインを発表！
あのAKB48に「神」と呼ばれるカリスマスタイリストが斬る！

＃28 2011/6/3
ももいろクローバーZ「試練の七番勝負」！！
第7戦 VS.ロック 裏も表もみせちゃいます！
新企画「ももクロ一座」で即興演技を披露！

＃3 2010/12/10
ももかが最近ハマっている事は！？
新衣装が決定！いったいダレのデザインに！？
11月23日代々木公園野外ステージフリーライブの裏側に密着！

＃29 2011/6/10
Zepp Sendai フリーLIVE 完全密着!!
新曲『Z伝説〜終わりなき革命』を世界初ここ仙台で披露！
1分間の即興芝居 ももクロ一座 後編

＃4 2010/12/17
自由すぎるももクロが今年やり残したこととは？
緊急討論！！ももクロはなぜ紅白に出られなかったのか？
「ももいろばなし」で爆笑変顔祭り！

＃30 2011/6/17
「Z伝説〜終わりなき革命〜」PV撮影の裏側密着SP!!
実際に使われたあのシーンから未公開映像まで
ももクロちゃんの素顔満載でお届けします！

＃5 2010/12/24
ももいろクリスマス in 日本青年館 超直前SP！
ももクロ初の大箱ライブ直前、その裏側に密着！！
少し背伸びしたももクロから等身大のももクロまで全てみせます！

＃31 2011/6/24
有安杏果 罰ゲームの行方は！？Zepp Nagoya公演！！
新企画「10種競技 超人は誰なんだ〜Z」
マジで怒ってるZ〜！！火事場の握力測定

＃6 2010/12/31
ももクロが激動の2010年を振り返る！
新コーナー「画伯は誰だ？」が登場！
一番絵心がない人＝「画伯」に選ばれたら罰ゲーム！

＃32 2011/7/1
あの空へ向かって！垂直跳びタカクタカク！
平衡感覚をチェックせよ！恋はバランス鬼太鼓！
2時間がっつり×3公演！Zepp Tokyo 3部公演への本音を語る

＃7 2011/1/1
ももクロから2011年新年の挨拶！
新コーナー「ももクロジェスチャー」では、
ももクロが2組に別れてジェスチャーゲーム！

＃33 2011/7/8
体が一番柔らかいのは誰？"エビぞりコンテスト"
誰が一番かわいい？得意ポーズで勝負！"ぐるぐるバット"
Zeppツアーの舞台裏を大公開！！

＃8 2011/1/7
ももクロが護国寺に初詣！！
書き初めで2011年の目標を発表！
第１回ももクロ羽子板選手権開催！

＃34 2011/7/15
”2時間がっつりLIVE×1日3公演”
7月3日 Zepp Tokyo 前半戦！！
LIVEから舞台裏まで見せちゃいます！

＃9 2011/1/14
ももクロが好き・嫌いな教科は！？
メルヘン大喜利でまたもや爆笑珍回答が！！
第１回ももクロ羽子板選手権！優勝はダレの手に！？

＃35 2011/7/22
7月3日 Zepp Tokyo 後半戦！！
第2部のステージでまさかのサプライズ！！
未知なるステージ 第3部公演開幕！！

＃10 2011/1/21
K-1 WORLD GP 2010 FINALの裏側に密着！
海外メディアの取材を受ける事に！？
ハーフタイムショーをノーカットで公開！！

＃36 2011/7/29

7月9日「お台場の懲りない面々〜タダより高いものは無い〜」@MEGA
WEB！
「Z伝説〜終わりなき革命〜」「D'の純情」シングル発売記念イベントで
夏菜子ベアダーをファンに初お披露目！

＃11 2011/1/28
2011年1月16日ららぽーと柏の葉
騒然…号泣…
早見ライブでファンに突然の脱退報告！

＃37 2011/8/5

1stアルバム「バトル アンド ロマンス」発売イベント密着SP！！
街宣カーに乗り込み都内各所でアルバムのPR！！
新宿駅前ゲリラライブ！しおりんが生んだ"名言"とは！？
テレアサショップ1日店長イベントで衝撃のパフォーマンス！？

# 12 2011/2/4
2011年1月16日ららぽーと柏の葉 続編！
ファンの大声援により涙の予定外アンコール！
早見あかり脱退メンバーそれぞれの思いとは？

＃38 2011/8/5

7月31日 東京タワーフリーライブ＆CD手売り会に潜入！！
あーりんが"みなさんに お詫びします！"！？
感動の"オレンジノート"ノーカット大公開！！
汐博「汐留☆アイドルカーニバル！2011」！！

# 13 2011/2/11
「ももいろばなし」メンバーに秘密にしている事？
ミライボウルツアー in Zepp Osaka
ももクロ初のZepp公演！その舞台裏に潜入！！

＃39 2011/8/12

極楽門の先にある光景に大ハシャギ！
8月20日開催『ももいろクローバーZ　サマーダイブ2011　極楽門からこん
にちは』の会場見学ライブで大暴れ！8月6日 2011 神宮外苑花火大
会に密着！！

# 14 2011/2/18
奇想天外！２代目「画伯は誰だ？」
阪急西宮ガーデンズで大はしゃぎ！
テレビ朝日の人気番組「さきっちょ☆」の収録現場にお邪魔しま〜す！

＃40 2011/8/12
8月7日 横浜BLITZ 〜選ばれしモノノフの集いVol.1〜
ついに"謎のボイン会"の正体が明らかに！！
よみうりランド会場見学後編 ももクロちゃん 芝刈りに挑戦！

# 15 2011/2/25
ももクロ一の大食漢
しおりんが念願のわんこそばに挑戦！
怒濤の２日間　１日目・Zepp Nagoyaに潜入！

＃41 2011/8/19

ももいろクローバーZ サマーダイブ2011
極楽門からこんにちは 直前SP！
ライブ会場で流すVTR映像のロケ現場で夏を思いっきり満喫するももク
ロちゃんに密着!

# 16 2011/3/4
ももクロ一の大食漢
しおりんが念願のわんこそばに挑戦！後編！！
怒濤の２日間　２日目横浜BLITZの舞台裏をレポート！

＃42 2011/8/26

ももいろクローバーZ　サマーダイブ２０１１
極楽門からこんにちは　メイキング第２弾！！
ライブに向けたVTR撮影や１週間にわたり行われたレッスンに密着！そ
の様子を大公開！！

# 17 2011/3/11
ツアー最後のZepp公演！！
感動の第3部、そしてアンコールへ
笑顔と涙の舞台裏を大公開！！

＃43 2011/9/2

遂に再開！！　１０種競技　超人は誰なんだZ！
元バスケ部夏菜子大活躍！？フリースロー対決！！
グダグダ感をお楽しみ下さい。しりとりピンポン対決！
サマーダイブ２０１１本番当日舞台裏速報！

# 18 2011/3/18
チーム対抗戦「モモクロジェスチャー」
３分間でより多く正解したチームの勝ち！
ももクロちゃん１stライブDVDについて語る！！

＃44 2011/9/9

髪を切る玉井詩織に密着！
ドイツに行くももクロちゃんにお願い
口に水を含みオテンキのギャグを笑わずに耐える！
１０種競技第８種目笑わずクイーングランプリ！！

# 19 2011/3/28
オリジナル湯のみをデザインしよう！！
4・10 中野サンプラザ大会
その気になる内容とは！？

＃45 2011/9/16

速報　ももいろクローバーZ　IN　ドイツ！
ドイツではしゃぐももクロちゃんの姿を先行公開！
遂に完結！１０種競技　超人は誰なんだ〜Z
ももクロちゃんが一般常識問題に挑む！

# 20 2011/4/1
中野サンプラザ大会のソロは！？
第３回「画伯は誰だ？」
次回！中野サンプラザ大会直前SP！！

＃46 2011/9/23

ももクロちゃんセルフプロデュース企画！
ももクロちゃん　ぶらりドイツの街歩き
あーりん企画！間違いだらけの間違い探し
夏菜子＆詩織企画！高城れに１人立ち観察ドッキリ

＃21 2011/4/8
中野サンプラザ大会直前SP！！
水族館で大はしゃぎ！大雪原で雪合戦！
廃工場で？？レッスン風景を公開！？

＃47 2011/9/30

ももクロChan人気コーナー　画伯は誰だ？SP
一番絵心がない人＝画伯！画伯になると罰ゲーム！
新画伯誕生！罰ゲームではとんでもない展開に！！
すでに3連覇の有安杏果画伯　過去最高傑作の作品が誕生！

＃22 2011/4/15
中野サンプラザ大会メイキング第2弾！
メンバーが複雑な心境を語る！！

＃48 2011/10/7
超常現象のおさらい（1）　自己催眠　わさび歯磨き！
超常現象のおさらい（2）　自己催眠　人間ブリッジ！
サイキック芸人KICK☆の元　超常現象実験に挑む！

＃23 2011/4/22
中野サンプラザ大会メイキング第3弾！
有安杏果ソロ曲の意外な真実！蹴れない高城れに！
天才！？玉井詩織！マス寿司三人前とは？

＃49 2011/10/14

ももクロちゃんまたもや超常現象に遭遇！
信用が薄れかけたKICK☆が奇跡を呼び起こす!?
潜在能力を覚醒せよ！人間フィンガーリフト！
奇跡を起きるのか？遠隔透視！お菓子なに食べた？

＃24 2011/5/6
ももいろクローバーZ「試練の七番勝負」！！
それは様々なジャンルのトップたちとの異種格闘技戦！
第1戦 VS.バラエティ 第2戦 VS.お金

＃50 2011/10/21

元ももクロが現ももクロのマル秘エピソードを披露！
モト,ももクロ祭りに潜入！！
近未来を予知！絶対勝利ジャンケン！！
緊急企画！超常現象の王道　スプーン曲げに挑戦！

＃25 2011/5/13
ももいろクローバーZ「試練の七番勝負」！！
最も苦手なトークで異業種の猛者たちとどう渡り合うのか！？
第3戦 VS.アメリカ 第4戦 VS.プロレス



＃51 2011/10/28

ももいろクローバーZ　全日本プロレスに参戦！
その舞台裏を緊急速報で少しだけお届けします！
超常現象に遭遇企画　遂に完結！
全ての力を結集して　念願のUFO呼びに挑戦！！

＃76 2012/4/13

ももクロChanスキーロケへ向け出発！
あーりん・杏果・れにのAD罰ゲーム決行！
スキーレッスンスタート！経験者あーりんの腕前は？
横浜アリーナライブに向けてあの人からお願い事が！

＃52 2011/11/4

11月23日発売　ももクロちゃんの新曲「労働讃歌」
ミュージックビデオの撮影現場に潜入！！
MVではカットされた未公開シーンも満載！
高城れにの「きゅんとさせる講座」開講！

＃77 2012/4/20

横浜アリーナまさかの2DAYSVTR素材撮りに密着
あの場所でかっこいいももクロちゃんの撮影！
大自然の中かわいらしいももクロちゃんの撮影！
必見！撮影待ち時間＆カメラとじゃれるももクロちゃん

＃53 2011/11/11

新曲「労働讃歌」MVの撮影現場に潜入後編！
MV内のこだわりのセットの詳細があきらかに！
爆笑の自由演技「電車の中にいそうな人」
「労働讃歌」披露イベントに潜入！

＃78 2012/4/27

横浜アリーナまさかの2DAYSメイキング第２弾！
ももクロちゃんVS漢字テストでリーダー大絶叫！
事務所に推され隊サイリウムのお願いの結果は！？
スキーロケお昼休憩時の映像を公開！

＃54 2011/11/18

グレート・クローバーZ全日本プロレスに参戦！
参戦に向けたレッスンでグレクロのリーダー決定！
こんなアイドル見た事ない！大爆笑の毒霧レッスン！
ももクロChan新グッズをグダグダ告知！

＃79 2012/5/4

横浜アリーナまさかの2DAYSメイキング第3弾！
超ピュア女子高校生 百田夏菜子17歳
あの曲に寿司ネタ？まさかの振り付けがついた！
運動神経は3歳児？あーりんの憂鬱

＃55 2011/11/18

歌のパフォーマンスから試合中のリアクションもあり！
グレクロ全日本プロレス参戦本番の映像を公開！
本番終了後グレートクローバーZの独占インタビュー！
ももクロちゃんに関する最新情報も公開！

＃80 2012/5/11

横浜アリーナまさかの2DAYSメイキング第4弾！
ソロ曲・ユニット曲のレコーディングに密着！
詩織が寝る時について夏菜子が大暴露！
さしすせそがなかなか言えない杏果

＃56 2011/11/25

ももクロちゃん待望の新ライブツアースタート！
魂のシュプレヒコールツアー横浜BLITZ公演に密着
しかしツアー初日に波乱の展開が待ち受ける！
一体どうなる？ももクロちゃん！？

＃81 2012/5/18

ももクロちゃんスキーに挑戦　遂に完結編！
午後の授業開始で念願のコース滑りへ！
有安杏果サプライズ誕生日を決行であれをプレゼント
マレーシアライブチラシ配り＆予告に推され隊登場！

＃57 2011/12/2

Zepp SendaiI公演表裏舞台に大密着！
新曲“サンタさん”のソロパートに苦戦するれに
ZEPP SENDAIにて新たなドラマが生まれる！
全国5大都市ティッシュ配りの様子をお届け！

＃82 2012/5/25

ももクロラスト加入有安と最古参高城が語るももクロ史
事務所に推され隊のルーツ？高城が有安にしたお願い
今だから語れる高城れにのリーダー時代の心境
玉置成実と“Believe”をコラボ！

＃58 2011/12/9

魂のシュプレヒコールツアー福岡・東京公演に密着
福岡公演でまた一回り大きくなったももクロちゃん！
しかし舞台裏では相変わらずの姿が！
更なる成長の為東京公演に秘密兵器が登場！

＃83 2012/6/1

事務所に推され隊と振り返るももクロの歴史後編！
初単独ホールコンサートのあの瞬間に思った事とは？
今だから語れる“Z”がついた瞬間にメンバーが思った事
ももクロChan in マレーシアの映像を先行公開！

＃59 2011/12/16

Zepp Tokyo第２部のステージに密着！
Zepp Sapporo公演に密着！
ももいろクリスマス2011に向け遂に始動！
新企画！ももラジChanスタート！

＃84 2012/6/8

アジア初進出！ももクロChan in マレーシア！
念願のショッピングで衣裳コーディネート対決！
まさかの人物登場の全力マレーシアライブ！
みなさんお待ちかねの　あの映像を解禁します

＃60 2011/12/23

ももいろクリスマス２０１１直前SP！
恒例の会場で流すVTR撮影現場に密着！
一年前より大人っぽくなった表情に注目！
料理ができないあーりんがポテトサラダ作りに挑戦！

＃85 2012/6/15

ももクロChan inマレーシア第２弾！
ももクロちゃん悶絶！“あれ”に挑戦で赤ちゃん肌に！
猿に遭遇で大興奮！272段の階段を上る観光名所へ！
ライブ終了後　世界のモノノフとのふれあい

＃61 2011/12/30

ももクリ２０１１メイキング第２弾！
会場出しVTRの撮影日に杏果がハマっていた事
１週間行われたレッスンの中から名場面集をお届け！
ももいろクリスマス２０１１舞台裏を先行公開！

＃86 2012/6/22

ももクロChan inマレーシア第３弾！
夏菜子と詩織が日本で人気の“あれ”に挑戦！
罰ゲームのドリアンでまさかの事態が発生！
衣裳コーディネート対決結果発表

＃62 2012/1/6

ももクロちゃんから新年のご挨拶
ももラジChanでメンバーのバックの中身が明らかに
Zepp OsakaとNagoyaに密着！
名物の差し入れに夏菜子と詩織が大はしゃぎ！

＃87 2012/6/29

Summer Dive 2012 Tourスタート！
仙台公演＆青森公演の密着レポート！
運動音痴のあーりんが全力疾走で大活躍
舞台裏では詩織が魂の叫び

＃63 2012/1/13

ももクロちゃん２０１２年初イベント！
独占！ももクノ６０分Vol.2に密着！
初主演ドラマ「ももドラ」メイキング第１弾！
「episode.1 神様だって、」のメイキングを公開！

＃88 2012/7/6

ももクロ夏のバカ騒ぎツアーリポート！
広島公演と鳥取・米子公演に密着！
無冠のヒロイン・詩織はMVPになれるのか？
高城れにが自転車で街を疾走！

＃64 2012/1/20

初主演ドラマ「ももドラ」メイキング第２弾！
「episode.2　姉カレ」のメイキングを公開！
あーりんのプライベートエピソード満載！
５人揃った撮影現場は大騒動！その一部始終を公開！

＃89 2012/7/13

Z女戦争MVメイキングスペシャル！
かっこいい廃墟ロケからかわいい学校ロケまで全て紹介
グダグダラグビーをノーカットでお見せします！
そしていつも以上にハイテンションのあーりんの姿が！

＃65 2012/1/27

初主演ドラマ「ももドラ」メイキング第３弾！
「episode.3 コトダマ」のメイキングを公開！
全力少女有安杏果の全力疾走＆幸せ探し！
れにも絶賛！リハーサルから全開の杏果の演技！！

＃90 2012/7/20

ももクロ“バカ騒ぎ”ツアー神戸・名古屋公演!
神戸公演で会場初の事に挑戦するあーりん
お昼ご飯に喜びを爆発させる“ももたまい”
神戸・名古屋公演のMVPは誰の手に!?

＃66 2012/2/3

ももドラメイキング第４弾！
「episode.４ 色恋−colorful love-」
恥ずかしがり屋のれにが意を決して友達作り！
れにと夏菜子による定番の恋人コント！

＃91 2012/7/27

ももクロ夏のバカ騒ぎツアーレポート！
後半戦の福岡＆浜松公演に密着
大道具に憧れるれににサプライズプレゼント！
地元・浜松凱旋ライブとなるリーダー夏菜子の心境

＃67 2012/2/10

ももドラメイキング第5弾！
「episode.5 お願い! DJ」
男子との共演に照れる夏菜子、それを冷やかす詩織
夏菜子命名「青春坂」で杏果と青春トーク

＃92 2012/8/3

“バカ騒ぎツアー”最終戦・西武ドーム大会直前SP!
恒例のオープニング映像ロケに密着！
ももクロちゃんカメラに向かってかわいいアピール
海の撮影であーりんとれにが大ピンチ！

＃68 2012/2/17

ももクロ１の大食漢玉井詩織わんこそば大会に緊急参戦
参戦を前に異変が！どうなる？玉井詩織！
なぜももクロは２０１１年も紅白に行けなかったのか？
その理由を徹底討論！すると夏菜子から新名言が誕生！

＃93 2012/8/10

夏の“バカ騒ぎツアー”未公開SP
オープニング映像素材撮りロケ密着VTR
メンバーが裏方でやってみたい仕事とは?
浜松公演で張り切って絵を描く杏果画伯

＃69 2012/2/24

コールツアーのマル秘エピソードからお悩み相談まで！
ももラジChan第３回！！
大会前に食べ過ぎた詩織の結果は？
玉井詩織わんこそば大会に一般参加するの巻

＃94 2012/8/17

西武ドーム大会メイキング第２弾！
西武ドーム大会に挑むメンバーの想いとは？
レッスンに密着しつづけた中から厳選素材を配信
ももクロのおバカ行動の大半は玉井きっかけ？

＃70 2012/3/2

ももいろクロ−バーZ待望の新ツアースタート！
モーレツ大航海ツアーの船長・副船長が決定
ももドラ劇場公開舞台挨拶に密着！
自由すぎる年少組と杏果の頑張る宣言

＃95 2012/8/24

西武ドーム大会メイキング第３弾！
前日リハーサル＆本番当日密着SP！！
直前リハーサルから楽屋裏・本番直前まで密着！
会場を初めて見た後にももクロがとった行動とは？

＃71 2012/3/9

モーレツ☆大航海ツアー名古屋・高知公演に密着
あーりん高校進学・れに高校卒業をファンに報告
卒業式終わりでライブに駆けつけたれにが大号泣
そしてライブ中にも大号泣

＃96 2012/8/31

SUMMER SONIC 2012にももクロ参上！
映像化が決定した子供祭りの魅力を徹底解説
ももクロが初の本格的コントに挑んだレッスンに密着
急きょ始まった心理テストで共演者の２人も唖然

＃72 2012/3/16

ニューシングル発売日！赤坂BLITZ公演に密着！
ニューシングル発売記念握手会に密着！
様々な思いが詰まった横浜BLITZ公演に密着！
緑のサイリウムで埋まった有安杏果生誕祭！

＃97 2012/9/7

ぶらり高城れに 銀座・人形町編
急きょスタッフを銀座に呼び出した訳とは!?
人形町の美味しい物を食べて感動するれに
丸ごと１本高城れにスペシャル！

＃73 2012/3/23

試練の七番勝負エピソード２の配信が遂にスタート！
司会やゲストで大活躍！SHELLY(シェリー)登場のVS.お茶の間
ラジオ界の帝王！吉田照美登場のVS.ラジオ
不世出の天才演出家！テリー伊藤登場のVS.テレビ

＃98 2012/9/14

記念すべき第100回に向けカウントダウン企画
ももクロChan in 富士急ハイランド
百田夏菜子が選んだ絶叫マシーンベスト3に挑戦
あのカメラの映像をノーカットでお届けします

＃74 2012/3/30

UFOプロデュサー矢追純一登場のVS.UFO
大注目のバンド在日ファンク登場のVS.ファンキー
コント職人バナナマン登場のVS.コメディ
ももクロChan最新情報もあり!

＃99 2012/9/21

ももクロChan100回カウントダウン企画第2弾
百田夏菜子が選んだ絶叫マシーンベスト３後編
絶叫マシーンが苦手なあーりん・れにが遂に挑戦
杏果あの絶叫マシーンでコマネチ宣言

＃75 2012/4/6

試練の七番勝負エピソード２ VS.国際情勢
戦場カメラマン渡部陽一登場！
笑いあり涙ありの七番勝負最終戦！！
ももクロChan新規ロケの発表で一喜一憂

＃100 2012/9/28

ももクロChan 100回を振り返り思い出トーク
あの名場面の心境や裏話も有り！
キャンプ料理に挑戦で自由すぎるあーりん
推され隊で作る焼きソバ＆ももたまいのカレー



＃101 2012/10/5

ももクロちゃんキャンプ場で大騒ぎ！
自由すぎる行動のれににバチがあたる！？
ももたまい特製カレーが遂に完成！
ももクロChan 100回を振り返り思い出トーク後編

＃126 2013/4/2

ももクロChan まさかの地上波進出　あの有名人からお祝いコメント！
新コーナー「ももメンタリー」スタート
最新ツアーでももクロに与えられた様々な課題
ぶらり高城れに 川越編　ついに完結 玉井サツマイモ無事完食なる
か？

＃102 2012/10/12

ももクロChan100回記念ロケ未公開SP
リアクションカメラをプレビューして大笑い
あの罰ゲームを決行でリアクション王の本領発揮
2012年夏の締めくくりにスイカ割り

＃127 2013/4/9

遂に完結 ももクノ潜入企画
地上波お祝いコメントはお笑い芸人からミュージシャンまで多彩
好評企画「ももメンタリー」は「有安杏果3ヶ月ぶりの歌声披露」
最新ミュージックビデオ撮影の舞台裏に密着

＃103 2012/10/19

ぶらり高城れに北海道・登別編
ぶらり初のゲスト玉井詩織と繰り広げる珍道中
何故登別なのか衝撃の事実が発覚
登別名物＆観光名所を訪問で大はしゃぎ

＃128 2013/4/16

メンバーで一番字がきれいなのは誰？
ミュージックステーション3時間SP　舞台裏密着で地上波未公開部分も
配信
「ももメンタリー」はツアー最終日に密着　れにちゃんのなりたい職業と
は？
西武ドーム最新速報も!

＃104 2012/10/26

特に要望が多かった西武ドーム大会のワイプが逆転！
あのシーンでももクロが話していた内容が明らかに
ぶらり高城れに 北海道・登別後編
念願の海の幸を堪能＆天然足湯にテンションMAX

＃129 2013/4/23
「2013西武ドーム大会星を継ぐもも」に完全密着
5TH DIMENSIONツアーの集大成となるライブを
地上波未公開シーンも含めてDXボリュームでお届け!

＃105 2012/11/2

ぶらり高城れに・北海道完結編
ぶらり名物小顔マッサージで2人の間に芽生えた思い
衣裳の裏話やメンバーのかわいい所を話す
ももクロ大冒険IIトークショー

＃130 2013/4/30
「2013西武ドーム大会～星を継ぐもも～」に完全密着
前回に引き続き地上波未公開ブロックに加えて
未公開インタビューも加えたDX版

＃106 2012/11/9

男祭り2012の興奮覚めやらぬ中メイキングをお届け
モノノフレスラー『CHAOS』登場！
超ピュアな女子高生　再び
空手パフォーマンスでみせたあのメンバーの意外な一面

＃131 2013/5/7

「2013西武ドーム大会～星を継ぐもも～」に完全密着
ついに今回、感動のフィナーレを迎える彼女たちに密着!
先輩アーティストから受け継ぐものとは？
未公開集は西武ドーム大会・爆笑レッスン＆高城部屋からお届け!!

＃107 2012/11/16

ももクロの振り付け師ゆみ先生が初のライブ観戦！
世界のゆみ先生、香川をゆく
ももクノ６０分Vol.4を観たゆみ先生まさかの…
本場香川のうどんに感動するももクロちゃん

＃132 2013/5/14

ついに始動!日産スタジアム大会!!
メンバーが考える仰天ステージプランとは!?
5月5日東武動物公園で行われた
「ももクロ子供祭り」の速報舞台裏もお届け

＃108 2012/11/23

世界のゆみ先生、香川をゆく後編
２部のステージでももクロちゃんは気付くのか？
本番直前にハマったあのギャグをライブ本番でも披露
大胆に席移動をしたゆみ先生が踊り出す！

＃133 2013/5/21

詩織、杏果、れにのマス寿司三人前が東武動物公園で大騒ぎ!!
子供祭りレッスン中、あーりんロボにまさかのライバル出現!?
地上波未公開増量のDX版!!
子供祭り本番もハイライトでお届けします

＃109 2012/11/30

ももいろ夜ばなし第一夜「白秋」メイキング
ライブ本番当日の大緊張の舞台裏から
ももクロちゃんいつものリハーサル風景まで
ももクロ史上初のアンプラグドライブの舞台裏に密着

＃134 2013/5/28

２年ぶりに帰ってきた「超人は誰なんだ～Z」
オテンキも久々の復活でてんやわんや!!
「ぶらり高城れに」は夏を先取り江の島ぶらり旅
オズフェス参戦で強力助っ人登場　地上波未公開映像を大増量のDX
版

＃110 2012/12/7

ももクロちゃん念願のMステ初登場に密着！
祝・紅白歌合戦出場プレゼント
ももクロちゃんの秘密基地でまったり思い出トーク
番組ファンのみなさんに改めて紅白出場報告！

＃135 2013/6/11

今回の「超人は誰なんだ～Z」はメンバー同士が肺活量を競う「無限の
肺」
地上波では見られなかったなっちゃんとあーりんの抗争勃発！？
そして「ぶらり高城れに～夏を先取り・江の島編～」は
朝からBBQでお肉や海の幸を喰らい尽くす！

＃111 2012/12/14

ももクロちゃんの秘密基地でまったりトーク後編
ももクロChan流で“紅白出場”への思いを語る
テレビ朝日社長賞受賞のご報告　頂いた賞金の使い道を考えよう！
『ミュージックステーション スーパーライブ2012』に ももいろクローバーZの出演が決
定!!　※12月21日 19:00から放送！（※一部地域を除く）

＃136 2013/6/18

今回の「ぶらり高城れに～夏を先取り・江の島編～」は
新江ノ島水族館をぶらり!海の仲間たちと触れ合う高城と玉井
「超人は誰なんだ～Z」はフリースロー対決!
百田は前回のリベンジを果たす事が出来るのか!?
緊急企画で夏菜子がメンバーにサプライズ

＃112 2012/12/21

ももいろクリスマス2012直前SP!
恒例のOP映像素材撮りに密着
ももたまいが食べて食べて食べまくる
あのメンバーからももクリに向けメッセージ！

＃137 2013/6/25

オープニング企画で大事件勃発!?
「ぶらり高城れに～夏を先取り・江の島編～」は
仰天・江の島グルメを食べ尽くし!!
「超人は誰なんだ～Z」ではメンバーの爆笑モノマネ必見!!
お待たせしました!「一番漢字がうまいのは誰?」結果発表!!

＃113 2012/12/28

移動中のバスで急きょ“あの罰ゲーム”を！
ももドラ2がもしあったらどんなストーリーにしたい？
ももクロChan DVD第3弾の特典映像を考えよう！
ももクリ2012のライブ＆舞台裏を先行公開

＃138 2013/7/2

ついに完結!「ぶらり高城れに～夏を先取り・江の島編～」
地上波未公開映像たっぷりのぶらりDX版
新企画!テキトーお悩み相談を、あーりんロボがズバっと解決!!
「超人は誰なんだ～Z」ものまね対決は衝撃の展開に…

＃114 2013/1/4

ももクリ2012メイキング第2弾!
OP素材撮りの未公開シーンSP
有安杏果のリベンジと玉井詩織の新たな実験
就職に迷う高城れにとあやかなこの願い事

＃139 2013/7/9

百田&高城 大人になるための新企画始動!!　オープニングから大暴
走？
あーりんロボのお悩み相談!　今回のお悩みもズバっと解決!?
「超人は誰なんだ～Z」ものまね対決は結果発表!!
ついにあの二人が仲直り？

＃115 2013/1/11

ももクリ2012メイキング第3弾！
ももクロちゃん念願のUFOに乗る
帰ってきた！ビリを決めよう10番レース
衝撃の罰ゲーム発表でメンバー絶叫！

＃140 2013/7/16

「超人は誰なんだ～Z」遂に完結!　今回は「しりとりバドミントン」対決をお届け!!
メンバーの爆笑しりとり珍回答続出!?
テレ朝動画のDX版では地上波未公開の珍回答もたっぷりお届け!!
あなたの投票でメンバーの運命が決まる?
視聴者投票企画 第2弾!! 今回は「川柳」
日産スタジアムライブに向けての意気込みを川柳にしたためる

＃116 2013/1/18

紅白大反省会SP
念願だった紅白歌合戦初出場の舞台裏を語る
紅白出場で見えた『紅白の向こう側』とは？
本番前後の様子から脱線トークまで見逃せないSP

＃141 2013/8/6

百田&高城 大人になる為の新企画「大人検定」スタート!
大人っぽい言葉しりとりで大人の珍味を堪能!?
日産スタジアム大会舞台裏大公開
今回はオープニングビデオ撮影に密着!
地上波で放送できなかった未公開映像も大増量!!

＃117 2013/1/25

紅白大反省会SP　後半戦！
ももクロが語るこれからの紅白への夢とは？
ももクリ２０１２メイキング第４弾！
レッスン密着映像の中から特選映像をお届け！

＃142 2013/8/13

日産スタジアム大会舞台裏はリハーサル風景に密着!
百田&高城 大人になる為の新企画「大人検定」
大人っぽい言葉しりとり&格好いいフレーズで
今回も爆笑!「大人のフルコース」を堪能!?
地上波未公開の百田&高城 爆笑トーク大増量!!

＃118 2013/2/1

帰ってきた！ビリを決めよう10番レース
苦手克服の旅罰ゲームをかけ白熱する10番レース
夏菜子　一般常識問題でまさかの発言！
ももクリメイキング第5弾！

＃143 2013/8/20

日産スタジアム大会舞台裏はまだまだあったOP撮影オフショット
そしてレッスン密着映像大公開!!
百田&高城の「大人検定」遂に完結!!
爆笑輪投げでももたかぎ腹筋崩壊!?

＃119 2013/2/8

帰ってきた！ビリを決めよう10番レース
第4レースに帰ってきた人気コーナー画伯は誰だ？
遂にあのメンバーの顔にも墨の落書きが！
七番勝負の現場でれにからメンバーにあるプレゼントを！

＃144 2013/8/27

久々登場!帰ってきたあーりんロボ!!今回のお悩み相談も暴走回答炸
裂!?
日産スタジアム大会舞台裏はライブでマーチングバンドを披露した湘南
台高校吹奏楽部にも密着!
メンバーと高校生たちの舞台裏での交流とは？

＃120 2013/2/15
試練の七番勝負VSオカルト
手相占いであのメンバーがまさかの涙！
10番レースは変顔メガネ外し対決！

＃145 2013/9/3

新企画「感想文30分1本勝負」
今回は『走れメロス』を読んで感想文で１本勝負!
日産スタジアム大会舞台裏は本番当日のオフショットを中心にお届け!
そして緊急特別企画!!「ももクロChan肝試し」スタート!!

＃121 2013/2/22

試練の七番勝負VSリアクション＆VS教育
ダチョウ倶楽部にリアクション芸を教わる！
ももクロの集団芸をダチョウ倶楽部さんにみてもらおう
尾木ママの授業にセーラー服で参加

＃146 2013/9/10

「ももクロChan肝試し」遂にスタート!!
“ももたまい”を襲う恐怖の肝試しとは…!?
そしてメンバーが大人気キャラクターに扮して登場した
「Animelo Summer Live 2013」の様子を
オフショットも含めて紹介します!!

＃122 2013/3/1

試練の七番勝負VS映画＆VS政治
本広克行監督＆飯島勲内閣官房参与が登場！
ビリを決めよう１０番レース遂に完結へ！
苦手なもの克服の旅に出るのは一体誰になる？

＃147 2013/9/17

9月3日に行われたKスタ宮城での楽天イーグルス始球式の様子をお届
け!
マー君こと田中将大投手がメンバーを特訓!?
「ももクロChan肝だめし」あーりん&れに怖がり２人の絶叫肝だめし!!
"ももたまい"が仕掛ける罠とは？

＃123 2013/3/8

試練の七番勝負VSお父さん＆VS浅草
勝谷誠彦＆Wコロン そしてSPゲストが登場！
お待たせしました！ぶらり高城れに川越編
悪天候の中れにがパワーをもらいに川越をぶらり旅

＃148 2013/9/24

あーりん&杏果の新企画が始動!
初めてのノリツッコミに挑戦!?
「ももクロChan肝だめし」最終章
有安&マネージャー古屋の爆笑!?肝だめし

＃124 2013/3/15

ぶらり高城れに川越編
玉井と一緒に小江戸・川越をぶらり旅
独占！ももクノ６０分 vol.6 沖縄公演
あの芸人がももクロに挨拶の為沖縄に！

＃149 2013/10/1
あーりん杏果の「はじめて対決」は爆笑!?ものまね&プロレス対決!!
スーパーGT笑激!!裏側完全密着
ももクラシックも未公開映像増量でお届け!!

＃125 2013/3/22

ぶらり高城れに　川越編
サツマイモフルコースで大食漢・玉井がまさかの…
ももクノ沖縄公演第2部がスタート！
オテンキGOが番組出演をかけ全力テロンテロン

＃150 2013/10/8

新企画「抜き打ち歌詞テスト」
ももクロ 歌手生命の危機!?
あーりん&有安「はじめて対決」ダンス対決
ももクロ2013秋ツアー「GOUNN」独占速報!



＃151 2013/10/15

業界騒然!「抜き打ち歌詞テスト」今回も爆笑珍回答続出!!
あーりん&有安「はじめて対決」ははじめてのバルーンアート対決!!
ももクロ2013秋ツアー「GOUNN」独占速報!
今回は長野・ビッグハットよりお届け!!

＃176 2014/4/22
現場は大混乱!ハチャメチャクッキング「杏果の大喜料理」
ついに調理開始!!「夢がいっぱい詰った丼」の出来栄えは？
スタダアイドル大集合!「俺の藤井2014」舞台裏をちょっとだけ公開!!

＃152 2013/10/22

「抜き打ち歌詞テスト」画伯降臨!？爆笑珍回答続出!!
あーりん&有安「はじめて対決」は
伝説の泥仕合再び!?卓球対決!!ノーカットDX版
ももクロ2013秋ツアー「GOUNN」独占速報!
今回はマリンメッセ福岡よりお届け!!

＃177 2014/4/29
フライ料理に挑戦!「杏果の大喜料理」後半戦
勝手気ままな暴走列車杏果は今日も大脱線!!
そして緊急企画あの名物コーナーが帰ってくる!?

＃153 2013/10/29

杏果の鳥嫌い克服企画いよいよスタート!
「抜き打ち歌詞テスト」「はじめて対決」
好評企画 遂にW完結!今回も爆笑オンパレード!!
ももクロ2013秋ツアー「GOUNN」独占速報!
今回は岡山&愛媛よりお届け!!

＃178 2014/5/6

伝説の名物企画再び!!
「帰ってきた!画伯は誰だ？リターンズ」
殿堂入りの杏果名誉画伯に期待大!!
さらに配信前のぶらり最新回からOP&作戦会議をお届け!!

＃154 2013/11/5

杏果の「鳥嫌い克服企画」であーりん杏果大暴走!?
『大人検定』が帰ってきた!“大人しりとり”に挑戦!
失敗したら大人グルメの教育的指導が!?
ももクロ2013秋ツアー速報は大分からお届け！
さらに最新シングル『GOUNN』のMV撮影現場に潜入!

＃179 2014/5/13

ついに新シリーズスタート!
ぶらり高城れに「春の房総編」
大好評!画伯は誰だ？リターンズは
波乱の「サソリ固め」で夏菜子ピンチ!?
そして急きょ始まる新コーナー！
「ぶっちゃけ大喜利」&「おまけのエンドトーク」も!!

＃155 2013/11/12
爆笑!「鳥嫌い克服企画」は鳥カフェで杏果&れに大暴走!!
『大人検定』大人っぽいしりとりで超刺激的グルメに推され隊悶絶!!
さらに今回は11/1にO.A.されたミュージックステーションの舞台裏も公開

＃180 2014/5/20

ぶらり高城れに「春の房総編」
今回のぶらりは潮干狩り対決!?
緊急企画「ぶっちゃけ大喜利」後半戦
爆笑エピソードてんこ盛りでコンニャクの悪夢再び!?

＃156 2013/11/19

新たな伝説を目指す新企画!!
新カリスマを探せ! 百田に挑戦する挑戦者決定戦!
大好評!!れに&杏果の大人検定２
初合格なるか!?衝撃グルメ登場に悶絶!?
ツアー速報は徳島・アスティとくしまからお届け!!

＃181 2014/5/27

ぶらり高城れに「春の房総編」
ご当地ラーメンに舌鼓!!
新企画「ペンタゴンダービー」
ももクロはメンバーの事を理解しているのか!?

＃157 2013/11/26

動画配信開始丸3年記念企画
「33分ノンストップトーク」
ももクロちゃんのトーク力の成長やいかに!!
大好評「百田に挑戦!新カリスマ候補決定大喜利!!」
今回も百田を超える!?珍回答続々!!

＃182 2014/6/3

「ぶらり高城れに 春の房総編」
絶叫アスレチック&ホールインワン対決!!
大好評「ペンタゴンダービー」
爆笑回答続出!試されるももクロのチーム力!!

＃158 2013/12/3

今回のももクロChanはツアー密着SP
全国8カ所で開催された
『GOUNN』ツアー舞台裏にChanカメラが潜入!!
テレ朝動画DX版ではツアーレッスンの様子も紹介!!

＃183 2014/6/10

白熱!?「ペンタゴンダービー」
あーりん大誤算&缶切りの衝撃!?
「ぶらり高城れに 春の房総編」
遂に完結!たっぷり見せます
タカさん難産のタケノコ掘り
海鮮焼きでは二人の美味しい顔を史上最長尺で!!

＃159 2013/12/10

新コーナー「風をよむ」
ももたかぎが占い芸人島田秀平さんとももクロの未来について読み解きます!
そして「新日本プロレス1・4東京ドーム大会」の
発表会見と会場で流れたももクロのVTRを紹介!
大好評!「新カリスマ候補決定大喜利」も3本お届け!!

＃184 2014/6/17

熱狂!?ペンタゴンダービー
いまだかつて無い珍問題にメンバーが大ブーイング!!
ぶらり高城れに重大発表!?
れに&詩織に夏菜子が本気ダメ出し!!
あーりんヒロイン役声優に挑戦!!

＃160 2013/12/17

ももクロの未来を占う「風をよむ」
今回は七番勝負からの手相の変化を
手相芸人の島田秀平さんが読み解きます
ももクリ2013直前!!リハーサル密着映像!!
好評!新カリスマ候補決定大喜利と盛りだくさんの内容でお届け!!

＃185 2014/6/24

絶対に負けられない戦いがここにもあった!!
「ももクロJAPAN」が遂に始動!!
ももクロChanサッカー対決!!
元日本代表・福田正博がメンバーに熱血指導!!

＃161 2014/1/7

今回はももクリ2013のイメージ映像撮影現場から
なんと玉井詩織が潜入リポート!!
極寒のイチャイチャ&ハプニングをリポート!!
氷点下の実験タイムではバナナで釘が…。

＃186 2014/7/1

「ももクロJAPAN」ついに後半戦!!
白熱の試合はまさかのPK対決突入!?
あーりん完全復活!
独占メッセージ公開!!

＃162 2014/1/14

今回はももクリ2013の舞台裏映像をお届け!!
日本女子フィギュア村主章枝選手との交流や
リハーサルの様子をたっぷり公開!!
そしてあの国立ライブ発表の瞬間も…

＃187 2014/7/8

あの企画が帰ってくる!!杏果の鳥嫌い克服企画!!
鳥たちとふれあうため野鳥の森へ杏果決死の突入!!
ペンタゴンダービーいよいよクライマックス!!
珍解答続出に罰ゲーム回避&賞品獲得なるか!!

＃163 2014/1/21

今回も先週に続き ももクリ2013の舞台裏
今回はオープニング映像用のインタビューをたっぷりお届け!!
大好評あーりんロボは お正月にCSでO.A.された
新春!!2014年ももクロスペシャルデーよりお届け!!
爆笑必至のオープニングトークはマス寿司三人前!!

＃188 2014/7/15

オープニングボックストーク メンバーのポンコツぶりは必見!!
そしてあのメンバーのお母さんが…
杏果の鳥嫌い克服プロジェクト 克服プランでまさかの玉井涙!?
地上波未公開グルメも堪能!!
メンバーが語る日産スタジアム大会 直前極秘情報も大公開!!

＃164 2014/1/28

ももクリ2013の舞台裏 第3弾!!
今回はレッスンから爆笑&イチャイチャ映像満載でお届け!!
前回大好評だった「あーりんロボ」に続き
新春!!2014年ももクロスペシャルデーより
今回は「爆笑かるた取りバトル」もお届け!!

＃189 2014/7/22

速報!!日産スタジアム大会 リハーサル現場にカメラが潜入!!
グダグダのトークコーナーでは まさかの"濡れ衣"合戦!?
有安鳥克服企画完結編!
伝書鳩レースの勝敗やいかに!? そして有安鳩克服なるか!?

＃165 2014/2/4

高城れにの高城れにによる高城れにのための人気企画が帰ってきた!
ぶらり高城れに柴又・帝釈天編
そして ももクロちゃん遂にあの聖地へ…速報でお届け!!
最新ももクロChan DVD＆Blu-ray情報も!!

＃190 2014/7/29

ももクロ夏のバカ騒ぎ2014 日産スタジアム大会「桃神祭」
完全密着メイキング第1弾!!
今回は三峯神社で行われた オープニング映像撮影に密着!!
恋みくじにメンバー&スタッフ大興奮!?
そして百田20歳バースディに メンバー、マル秘サプライズ!!

＃166 2014/2/11

ももクロChan DVD&Blu-ray第3弾発売決定
特典映像ロケの帰りに緊急バストーク!!
お疲れ気味の3人にまさかの事態…
「ぶらり高城れに」は前回につづき柴又・帝釈天
帝釈天へ参拝した高城に悲劇!!

＃191 2014/8/5

ももクロ夏のバカ騒ぎ2014 日産スタジアム大会「桃神祭」
完全密着メイキング第2弾!!
今回は桃神祭レッスン舞台裏に密着!!
そして百田20歳バースディにサプライズ夏のパイ祭りとは!?
そして桃神祭前日 れに単独行動の秘密!?

＃167 2014/2/18

今回の「ぶらり高城れに」は
下町の絶品グルメを堪能!
そしてはじめての上野動物園へGO!!
れに&杏果が静岡訪問でまさかの大失敗!?

＃192 2014/8/12

テレ朝夏祭り2014でいきなり番組初の公開収録を開催!!
六本木ヒルズにあーりんロボ出動!!
「桃神祭」メイキング第3弾!!
高城れにサインプレゼント企画 3度目の正直にサインの行方は!?

＃168 2014/2/25
『ぶらり高城れに・柴又編』もいよいよ終盤戦
タカさん、タコイエローが花やしきで大騒ぎ!!
速報では『題名のない音楽会』の公開収録に密着!

＃193 2014/8/19

テレ朝夏祭り公開収録 第2弾
第2回ペンタゴンダービー!!
テレ朝懐かしの人気キャラ登場!!
中には まさかあの人が!?

＃169 2014/3/4

『ぶらり高城れに・柴又編』完結編!!
タカさんタコイエロー極上伝統料理に大興奮!!
新企画大きいマトリョーシカを目指せ!
「ももクロ コサックダンス対決」!?

＃194 2014/8/26

テレ朝夏祭り公開収録ついにフィナーレ!
人気企画ペンタゴンダービー!!
罰ゲームの行方は如何に!!
そして今年もあの恐怖企画がやってくる!
第2回肝だめしChan開催決定!!

＃170 2014/3/11

大きいマトリョーシカを目指せ!
「ももクロ コサックダンス対決」
爆笑ダンスの連続で先生大暴走!?
他では見られないメンバーの素顔を速報でお届け!!

＃195 2014/9/2

今年もあの恐怖企画が帰ってきた!第2回肝だめしChan!!
今回は昨年の反省を踏まえ恐怖の5ステージを用意!!
そしてレディー・ガガのオープニングアクトを務める
ももクロに密着!!

＃171 2014/3/18

夢の舞台 国立競技場ライブの様子を速報でお届け!!
そして国立大会メイキングはオープニング撮影舞台裏!
国立競技場&国立への原点となった立川・フロム中武での撮影を
オフショット満載でお届け!!

＃196 2014/9/9

暗闇に響くももクロの悲鳴!第2回肝だめしChan!!
今回は高城が挑戦!因縁のあの人との再会に高城は…
待望のぶらり高城れに新作SP 史上最強の助っ人&夏菜子が登場!
今回はMCにアノ人が挑戦!

＃172 2014/3/25
ももクロ春の一大事2014・国立競技場大会までの軌跡
2年ぶりの訪問、国立競技場を夢見た地“国立川”へ
デビュー当時の思い出の地で5年ぶりの再会!?

＃197 2014/9/16

恐怖の企画再び!肝だめしChan!!今回はあーりんが挑戦!
極限状態の連続にまさかの…
ぶらり高城れにSPは今回は秩父で魚釣りに挑戦!!
サップちゃんとのコミュニケーションに悪戦苦闘!？

＃173 2014/4/1

ももクロ春の一大事2014・舞台裏密着第３弾!
今回はレッスンに密着!!
玉井詩織からの嬉し涙の報告にメンバーは…
会場で流したVTRに高城れに大号泣…

＃198 2014/9/23

肝だめしChan!!今回は玉井の挑戦!
オルガン先生に試させるメンバー愛!!
ぶらり高城れに大人の旅SPはサップちゃんと英語でガールズトーク!?
そして秩父のグルメに舌鼓!!

＃174 2014/4/8

ももクロ春の一大事2014・舞台裏密着第4弾!
夢に見た国立大会もいよいよ本番当日!
そして ももクリ2013に続き座席裏の運試し「れにちゃんのサイン企画」を敢行!!
今回は特別に発売されたばかりの
「ももクロChan DVD&Blu-ray第3弾」から
玉井詩織特典映像を未公開映像も含めて紹介します!!

＃199 2014/9/30
今年の肝だめしChanもついに最後の挑戦者!有安登場!!
優勝賞品焼肉券5万円は誰の手に!?
ぶらり高城れに大人の旅SPは三峯神社で日本武尊像と対面!?

＃175 2014/4/15
ももクロ春の一大事2014・舞台裏密着第5弾!
今回はレッスンの未公開映像から名場面集をお届け!!
そして有安杏果お料理新企画!大喜利×料理「大喜料理」とは!?

＃200 2014/10/7

祝!ももクロChan配信200回記念!!
名シーン満載!総集編スペシャル!!
ぶらり高城れに大人の休日SP
ついにラスト!三峯神社に参拝!!



＃201 2014/10/14

ももクロChan配信200回記念総集編
第2回の今回は過去の名場面から「絶叫」「おバカ」「イチャイチャ」編!!
そして未公開蔵出しスペシャルとして
マス寿司三人前のぶらりバッティングの旅をお届け!!

＃226 2015/4/14

地上波放送100回記念
ももクロChan公開収録!第3弾!!
あの大好評企画を公開収録で!! 第2回っぽいキング決定戦!!
メンバーの考えた“っぽい”珍漢字続々登場!!
関係者実名アンケートランキングは秘密を守れないメンバーは誰!？
そして「走れ -Zver.-」をフル歌唱!!

＃202 2014/10/21

あの企画が帰ってきた!
ももクロが大人の女性へ成長する為の企画
「第3回 大人検定」!!
今回はマス寿司三人前が挑戦!
大人の絶品珍味に一同騒然!!

＃227 2015/4/21

地上波放送100回記念
ももクロChan公開収録!第4弾!
第2回っぽいキング決定戦!!
宮沢賢治の「雨ニモマケズ」とあの永野さんの鉄板ネタを“っぽく”回答!!
DVD&Blu-ray第4弾特典映像
今回はおなじみ「あーりんの部屋」 究極のセクシー対談をチョットだけご紹介!!

＃203 2014/10/28

大好評企画「大人検定」!!
今回は「パクチーサラダ」で大混乱!
そして画伯杏果が波乱を巻き起こす!!
そして杏果プレゼンツ
「チビッ子祭り2014」潜入舞台裏!!

＃228 2015/4/28

地上波放送100回記念
ももクロChan公開収録!第5弾!
第2回っぽいキング決定戦!! 今回は百田と有安が永野さんのネタに挑戦!
そして有安画伯再び!「地獄突き」をっぽく描こう!!
DVD&Blu-ray第4弾特典映像
今回は有安が初めて○○に挑戦!!

＃204 2014/11/4

あーりん待望の新企画!
「ママも安心 あーりんクッキング」!!
大人検定は謎の集中力カットマンに
マス寿司三人前の集中力が崩壊!?

＃229 2015/5/5

急きょ決ったロケで新企画スタート!!
動画時代の初期を支えた芸人集合!! いよいよフィナーレ!
地上波100回記念公開収録!
第2回ぽいキングの栄冠は誰の手に!?
DVD&Blu-ray第4弾特典映像
今回ついにリーダーの特典映像が明らかに!!

＃205 2014/11/11

ついに調理開始!「あーりんクッキング」!!
あーりんの国のあーりんにしか作れない魔法のレシピ1品目は…!?
ついにクライマックス!「大人検定」!!
集中力カットマン渾身のネタに集中力崩壊!!
そして最後の最後でまさかの奇跡が!?

＃230 2015/5/12

緊急企画24時間以内に何か撮れ!
動画時代を支えた芸人大集合! 番組出演をかけた新ネタプレゼン大会
オテンキのコントに杏果緊急参戦!! なっちゃんvsあーりんはさらにヒートアップ!!
キックさんは久々の番組出演で謎の大興奮!!
DVD&Blu-ray第4弾情報! 今回ラインナップとパッケージが明らかに!!

＃206 2014/11/18

大好評「あーりんクッキング」!!
今回の魔法のレシピは“お豆腐ちゃんのぷるぷるお花畑”!?
ロシアより愛をこめて…
あのももクロChanオリジナルグッズ
8ヶ月の沈黙を破って遂に完成!!

＃231 2015/5/19

緊急企画「一人っ子Chan」
24時間以内に何か撮れ!
芸人キックのサイキックネタにメンバーの能力が覚醒!?
DVD&Blu-ray第4弾情報!
第19、20、21集の見所&ラインナップ紹介!!

＃207 2014/11/25

いよいよメイン!「あーりんクッキング」!!
今回は2品同時に調理!?
大好評の「あーりんタイム」も必見!!
そしてメンバー5人で
所さんの世田谷ベースに押し掛け!?
久々にNo.1モノノフレスラーじゃーりんも登場!

＃232 2015/5/26

あの人気企画再び!!「大人検定」
今回はももたかぎの年長コンビが大人っぽいお題に挑戦!!
緊急企画「一人っ子Chan」
ついに芸人キックの新ネタ披露!
ハイテンションタロットでメンバーの未来を予知!?

＃208 2014/12/2

芸能界の“理想の大人”代表
所さんから大人の心得を学ぼう!!
「あーりんクッキング」はデザート編!!
さらに女祭りの模様もお届け!!

＃233 2015/6/2

今回「大人検定」で大事件発生!!
バラエティ史に残る奇跡に高城れに大パニック!!
そしてあのコーナーが帰ってくる!
伝説の料理企画再来に高城の怒りが大爆発!?

＃209 2014/12/9

所さんから大人の心得を学ぼう!!
今回はまさかの所さんの自宅に潜入!
所さんが観た国立ライブとは？
新コーナー「れにと詩織の辞書の時間」
辞書を引いて言葉を学びつつトークを広げよう!!

＃234 2015/6/9

待望の料理企画復活!
あーりんクッキング!!
今回の絶品レシピは!?
スーパーサブ玉井不在で現場はひっちゃかめっちゃか!?
そして年長コンビが送る「大人検定」は
集中力カットマンとしてあの人気芸人登場!!

＃210 2014/12/16

所さんの世田谷ベース企画完結編!!
ついに所さん×ももクロの新曲大公開!!
そしてレコーディング現場にも密着!
新コーナー「辞書の時間」ではあの曲の裏話満載でお届け!
そして女祭りレッスン舞台裏も!!

＃235 2015/6/16

待望の玉井メイン企画始動!
新コーナー「玉井美容室」!!
初回からしおりんまさかの涙!?
「大人検定」完結編!!
ももたかぎ vs. 芸人チーム
激辛三種盛り食べたのは誰!?

＃211 2014/12/23

女祭り2014本番密着舞台裏!
感動のフィナーレにサプライズ!
ひさびさ登場!ももクロ5人でももクロChanボックストーク!
ももクリ2014超直前コメント!

＃236 2015/6/23

久々5人揃っての爆笑オープニングトーク!
「あーりんクッキング」はまさかの火を使わない親子丼!?
新コーナー「玉井美容室」
ついに玉井が”お任せ”でイメチェン!?
夏祭り情報も!!

＃ 2015/1/2

新年の明けおめはありのままのももクロちゃんでお届けします！
ありのままの姿に耐えられないメンバーはだれ？
2015年いきなり有安主役の大喜料理vsあーりんクッキングの戦いが勃発！
その結果、有安杏果のあーりんタイム？？？

＃237 2015/6/30

「玉井美容室」
熱闘ヘアスタイリング勝負! いよいよ終盤戦
高城が突然 谷中銀座へ!
「あーりんクッキング」
いよいよラスト３品目! 衝撃の見た目に一同騒然!?

＃212 2015/1/6

サプライズ連発のももクリ2014
速報映像をチョットだけお届け!
そしてももクリ舞台裏 第1弾!
昨年に続きスーパーサブ・玉井詩織がオープニング撮影現場に潜入!?
今回は現場放棄せずに続けられるのか!?

＃238 2015/7/7

因縁の“あの人”と遭遇にメンバー騒然 れに&川上さん まさかの大ピンチ!?
大好評企画再び!
「関係者実名アンケートももクロChanランキング」
まさかの結果にあのメンバーが崩壊？
そして「玉井美容室」ついに完結!
髪型“おまかせ”でイメチェンの結果は!?

＃213 2015/1/13

ももクロ5人がヒートアップ!!
上手いこと言って賞金ゲット!? お年玉争奪!新春カルタ対決!
ももクリ2014密着舞台裏
今回は超マジメモードでゆみ先生とリハーサル!?

＃239 2015/7/14

「関係者実名アンケート ももクロChanランキング」
「2人きりでは遊びたくない人」に選ばれたのは誰だ!?
久々の登場「ぶらり高城れに」
今回の新シリーズは
「健康に気をつかってみる旅」!?

＃214 2015/1/20

今回もヒートアップ!! 名言連発!新春カルタ対決!!
ももクリ2014密着舞台裏
今回は特別なチームと合同リハを公開!!
そしてショートカット夏菜子からももクロChanだけに初コメント!
DVD&Blu-ray第4弾発売をメンバーが発表!!

＃240 2015/7/21

テレ朝夏祭りサマーステーション
今年もやって来た!!
公開収録 in サマステ!!
関係者実名アンケートでは
中身はおっさんのメンバーを暴露!!
衝撃の結果にあのメンバーが大暴走!?

＃215 2015/1/27

遂に決着!新春カルタ対決!!
詩織のメンバーベタ褒めラップ!?
ももクリ2014メイキングは
開演直前の「影ナレ」収録現場!!
まさかの(秘)収録大公開!!

＃241 2015/8/3

テレ朝夏祭りで好評開催中!
「ももクロ大冒険III〜天空の戦士たち〜」
今回はメンバーがこのももクロ大冒険IIIを楽しみながらリポート!
開催セレモニーの様子もお届け!!
そして先日出演した「グッド！モーニング」依田司のお天気中継
この裏側にも密着!! 今回は地上波では観られないテレ朝動画独占映像!!

＃216 2015/2/3

大人気企画再び!!
第3回ペンタゴンダービー開幕!!
今年は違う!?夏菜子の解答が…
ももクリ2014メイキングは
あの人のサプライズ出演に密着!!

＃242 2015/8/4

速報!桃神祭2015!! 7/31、8/1静岡・エコパスタジアムで行われた
ももいろクローバーZ桃神祭2015の模様を速報でお届け!!
そして現在開催中のテレ朝夏祭りにて行われた公開収録の模様もお届け!
今回はメンバーがお客さんやあの芸人さん達の前でとっておきの怖い話を披露!!
テレ朝動画だけの限定企画スタート!
「ももクロChanありなしトーク!!」メンバーが日常の様々な出来事を"ありなし"で
判定!!

＃217 2015/2/10

大好評!ペンタゴンダービー!!
あのふんわりした漢字問題再び!!
夏菜子因縁のフリースローで
まさかの展開が…!!

＃243 2015/8/11

メンバーが怪談を披露!
真夏のももクロ怖い話対決! いよいよ怪談女王決定!
そして罰ゲームにあの○○芸人登場!!
桃神祭2015メイキング大公開!
今回はレッスン初日の模様をお届け!!

＃218 2015/2/17

波乱の展開!ペンタゴンダービー!!
怖すぎる解答続出でお蔵入り!?
フリースロー以降 絶不調の夏菜子
今回は1本指でカリスマ性を失う!?

＃244 2015/8/18

手相芸人・島田秀平が明かす
ももクロ手相ランキング2015夏
1番○○なメンバーは誰だ!?
桃神祭2015メイキングは
オープニング映像鹿児島ロケに密着!!

＃219 2015/2/24

クライマックス目前!!
大好評!ペンタゴンダービー!!
弘中アナ&卓球の先生にまさかの事態…!?
そしてまさかの豪華コラボ実現!!
新企画「徹子Chan」始動!!

＃245 2015/8/25

テレ朝夏祭り公開収録
夏菜子への愛が深いのは誰？玉井vs.あーりんやすで対決
百田夏菜子愛対決!!
桃神祭2015メイキングは
オープニング映像鹿児島ロケ後編!! 公開収録 芸人おまけ映像も!

＃220 2015/3/3

トーク力を磨け!!
新企画「徹子Chan」スタート!!
トップバッター黒柳かな子登場!?
遂に完結!「ペンタゴンダービー」!!
罰ゲームの行方&トップ賞は誰の手に!?
史上初!?正解しなくていい企画始動!!

＃246 2015/9/1

テレ朝夏祭り公開収録
ももクロ真夏の挑戦状 因縁のフリースロー対決
経験者・夏菜子についに奇跡が！？
夏の終わりに番組恒例企画スタート!？
5人でぶらりロケと聞いていた5人が向うのは…
桃神祭2015メイキング びしょぬれのリハーサルを大公開!

＃221 2015/3/10

新企画始動!それっぽく答えたら勝ち!!
「第1回 っぽいキング決定戦」
リーダーの思考が徐々に明らかに…
「徹子Chan」は黒柳しおり子登場!!

＃247 2015/9/8

今年も恒例企画スタート!
絶叫続出!第3回肝だめしChan!!
番組史上最大の恐怖がメンバーを襲う!
DX版だけの配信!
キックさんハイテンションタロット・リベンジ!
そして公開収録エンドトークも!

＃222 2015/3/17

「っぽいキング決定戦」ではメンバーの考えた個性的な
っぽい『我が輩は猫である』が誕生!!
そしてっぽい空手の形を玉井が披露!
元空手世界王者・宇佐美里香も唸る!?
司会力向上企画「徹子Chan」は
黒柳れに子登場でトークが迷走!?

＃248 2015/9/15

絶叫続出!肝だめしChan!!
百田&高城組後半戦!
番組レギュラーを夢見るあの芸人たちがメンバーを驚かす!!
桃神祭2015メイキングは
リハーサル風景の1コマをお届け!!

＃223 2015/3/24

今回ついに決定!!
初代っぽいキング!!
超個性的な爆笑空手演武の数々は必見!!
司会力向上企画「徹子Chan」は
黒柳もも子登場!立ちはだかる
滑舌の壁を乗り越えられるか!?

＃249 2015/9/22
絶叫続出!肝だめしChan!!
有安たった1人の挑戦スタート!!
まさかの展開にモニタリングルーム大爆笑!?

＃224 2015/3/31

地上波放送100回記念
ももクロChan公開収録!!
あーりんロボ緊急出動!!
飯塚さんのピンチヒッターとしてカンニング竹山さん登場!!
緊急特別企画が盛り沢山!!
DXでは惜しくもカットになった弾丸ジャッキーのネタも大公開!!

＃250 2015/9/29

史上最恐!肝だめしChan!!
有安＆トシ子組後半戦! まさかのZ戦士登場!?
そして玉井＆あーりん組スタート!
玉井が笑い あーりんが慄く!？
好対照な2人の肝だめし開始!!

＃225 2015/4/7

地上波放送100回記念
ももクロChan公開収録!第2弾!!
ライブ&番組関係者が知るメンバーの素顔とは!?
関係者実名アンケートランキング!!
ついにラスト!徹子Chanはあのベテラン!?MC登場!!
今回は永野さんのネタも大公開!!



＃251 2015/10/6

いよいよ佳境!肝だめしChan!!
玉井＆あーりん組後半戦! あーりん激怒まさかの号泣!？
アニサマ舞台裏大公開!!
突如はじまるメンバーの謎かけ？
そして出番終了後のトークもたっぷりお届け!!

＃276 2016/4/5

ももクロChan特別企画!
著名人が選ぶ名場面ベスト3!後半戦!!
今回は、邪道、小松アナ、依田司、
諫山創、アンジャッシュ児嶋の5人が
番組5年半の歴史の中から名場面を厳選!!
今回もDXだけの関係者アンケート未公開も収録!!

＃252 2015/10/13

ついにクライマックス!
肝だめしChan!!
タイムアタックレースの結果は!？
そして恐怖のフォトジェニック決定で
豪華賞品は誰の手に!?
DXでは罰ゲーム執行も大公開!!

＃277 2016/4/12

あの大人気企画が1年ぶりに帰ってくる!!
ももクロのももクロによるももクロの為の
新感覚クイズ企画「ペンタゴンダービー」
今回はなんとパーフェクト賞100万円が登場!
賞金をかけた熱い戦いが今始まる!!

＃253 2015/10/20

伝説の企画再び!「第2回 杏果の大喜料理」
今回は特別に新日本プロレスの道場に
おじゃましてクッキング!
そしてポンコツおじさん2人が有安と仲良くなる為に青森旅行を計画!
「有安と仲良くなりたい旅 青森編」

＃278 2016/4/19

若大将を襲名した玉井が迫る!
脅威の加山雄三伝説!ウソ？ホント!
さらに白熱!ペンタゴンダービー
パーフェクト賞100万円の行方は!?

＃254 2015/10/27

いよいよ調理開始!「第2回 杏果の大喜料理」
新日本プロレスの道場でクッキング!
ついに発表されたお題に奮闘する有安 予想通りのハプニング連発!!
「有安と仲良くなりたい旅 青森編」
まさかの定休日で「のっけ丼」を食べ損なった一行
一応青森の郷土料理を食べようと向った店でまさかの助っ人登場!?

＃279 2016/4/26

今回はペンタゴンダービーSP!!
ここまで全問予想的中のメンバー!
念願のパーフェクト賞100万円獲得なるか!?
今回いよいよ完結です!!

＃255 2015/11/3

「有安と仲良くなりたい旅 青森編」
五所川原市で「のっけ丼」が食べられると聞きマルコーセンターへ向う4人…
昼食を食べたばかりなので腹ごなしに旬の青森リンゴ狩り体験を行う事に…
「第2回 杏果の大喜料理」
ついに完成した有安特製ちゃんこ鍋ストロングスタイルそれを食べた審査員は…
そしてあーりんが“あの”コンパクトを取り出し…

＃280 2016/5/3

久々登場!大人検定!!
5回目にして遂にあーりん参戦!!
メンバー5人そろい踏みで
大好評!大人っぽいしりとりに挑戦!!

＃256 2015/11/10

「有安と仲良くなりたい旅 青森編」
お腹を空かせる為、有安＆ポンコツおじさん2人がカーリングに初挑戦!!
「あーりんクッキングin新日本プロレス道場」
久々登場のあーりんクッキング 今回は新日道場で魔法のレシピをクッキング!!
企画のファンでノリノリのリーダー
あーりんタイムに謎の男乱入で大パニック!!

＃281 2016/5/10

大好評企画 第5回大人検定!
初のメンバー全員参加で開催!
気になる今回のお題は「若者に残したい格好いい大人のフレーズ」
そして「大人っぽい川柳」
メンバー5人揃って大人検定からの卒業なるか!?

＃257 2015/11/17
蔵出し超貴重映像で送るしおりん“若大将”誕生秘話!!
あーりんクッキングはオリジナルパスタに大絶賛!!
杏果と仲良くなる旅・青森編 ついに決着!カーリング対決!!

＃282 2016/5/17

2回連続で自分の企画をないがしろにされ
やさぐれたままスタート!?
「ぶらり高城れに 横須賀編」
偶然!?再会の玉井と横須賀グルメ堪能!!
そして「こってりパトロール」新展開が!?

＃258 2015/11/24

秋なのに…あの企画再び! あの2人の汚名返上なるか!?
『ももクロChanカルタ対決』
いよいよ完結編!
『杏果と仲良くなる旅・青森編』
杏果念願の“のっけ丼”どうなる!?

＃283 2016/5/24

「ぶらり高城れに 横須賀編」
東京湾唯一の無人島「猿島」に上陸!!
豊かな自然と史跡をめぐる散策に
磯釣り&BBQと一足早い夏を満喫!!

＃259 2015/12/1

待望のグルメ新企画! 佐々木隊長＆玉井隊員が送る!
『こってりパトロール』
今回は山里隊員を引き連れてド迫力こってりグルメに大遭遇!
『ももクロChanカルタ対決』では
謎のハイテンションタロットに今回もリーダーの珍回答が…!

＃284 2016/5/31

遂に完結!「ぶらり高城れに 横須賀編」
横須賀を満喫した2人はマグロの町三崎へ
そこでぶらり史上最高の料理が登場!!
そして先日発売された「男祭り2015」DVD&Blu-ray
メイキングの未公開映像をももクロChanだけに大公開!!

＃260 2015/12/8

今回のももクロChanは豪華3本立て!!
「月刊TAKAHASHI」11月号での特別企画「ありやスクリーン」に密着!
そして男祭りイメージ撮影のオフショット!
「だざいふ遊園地」Wデートで大はしゃぎのメンバー
新企画「こってりパトロール」も
地上波未公開映像大増量で大公開!!

＃285 2016/6/7

禁断の新企画スタート!!
「打倒!百田夏菜子アクトシアター」
NHK朝ドラのオーディションに落ちた
百田以外の4人が難題に挑む!!

＃261 2015/12/15

今回のももクロChanはいよいよ決着!
「秋のももクロChanカルタ」
汚名返上のため白熱するバトル!!
なぜか繰り広げられる大暴露大会!?

＃286 2016/6/14
朝ドラ落選の4人が挑む!
「打倒!百田夏菜子アクトシアター」
今回は即興芝居で東京03と共演!!

＃262 2015/12/22

ももクリ2015直前!
真冬の軽井沢から地上波生放送!!
DX版では放送の裏側も含めて大公開!!
今年最後の関係者アンケートを実施!
ももクロメンバーから年間MVPを決定!!

＃287 2016/6/21

待望の新企画始動!?
世界中の絶叫マシーンを乗りつくせ!!「百田夏菜子のナニ乗る!?」
いよいよ完結編!
「打倒!百田夏菜子アクトシアター」
今回も東京03そろい踏みでメンバーとの即興芝居を披露!!

＃263 2016/1/5

ももクリ後の雪山から
「高城れにのクリスマス満月を見よう」
「こってりパトロール」は
背脂マシマシ超こってりラーメン!
ももクリ2015速報も!!

＃288 2016/6/28

百田夏菜子のナニのる!?
絶好マシーンor安心アトラクションのゲーム対決!
しかし土壇場で高城れにに異変が!?
新たな伝説の予感…
第3回 杏果の大喜料理開幕!!

＃264 2016/1/12

今回のももクロChanは
突然の新企画「若大将のたまたま散歩」
中野サンプラザで想像を遥かに超える
超大物芸能人に遭遇!!
「あの名物企画」で対決しちゃいます!!

＃289 2016/7/5

新たな伝説の予感…
第3回 杏果の大喜料理開幕!!
注目の1品目は杏果流変わりダネ餃子!!
夏菜子のナニのる!?
リーダーと飯塚が突然口論!?
桃神祭2016直前企画も!!

＃265 2016/1/19

大好評企画再び!!
「第3回っぽいキング決定戦」
絶対王者玉井に4人が挑む!？
今回も珍回答続出!!

＃290 2016/7/12

夏菜子のナニのる!?ついに最後のアトラクション!
搭乗をかけた最後の戦いが始まる!
杏果の大喜料理は遂に完成する杏果特製餃子
全員で試食の結果は!?
ももクロ夏ライブ直前企画はしおりんが岩手にGO!!

＃266 2016/1/26

有安 新日プロレス電撃参戦!!
邪道選手入場を盛り上げももパワーを注入せよ!!
「っぽいキング決定戦」は
ボディビルパフォーマンスに一同爆笑!!
杏果からプレゼントのお知らせも!!

＃291 2016/7/19

第3回 杏果の大喜料理
2品目「あんかけかた焼きそば」
調理中に現れた謎の物体とは…
夏ライブ桃神祭2016直前企画
今回は玉井が秋田の高校を訪問!!
有安杏果 初のソロライブ密着も!!

＃267 2016/2/2

たまたま大物芸能人に出会う!?
早くも第2弾「たまたま散歩」
今回は1年半ぶりにあの○○ベースに
おじゃまして新オープニング完成報告!?
ももクリ2015メイキング映像もお届け!

＃292 2016/7/26

ももクロがAmazonの配達員に!? 「笑顔をお届けしよう大作戦」
5年前の遺恨でまさかの展開!?
「百田夏菜子のナニのる!?」
夏ライブ桃神祭2016直前企画
今回は高城が愛媛で巨大な鬼に遭遇!!

＃268 2016/2/9

っぽいキング決定戦SP!!
今回はメンバーがラップバトル!?
『フリースタイルダンジョン』で活躍中
サイプレス上野さんとNONKEYさん（ライフアース）に
フリースタイルラップっぽい感じを審査してしてもらいます!
そして最後に杏果涙!?

＃293 2016/8/2

第3回 杏果の大喜料理!
謎の物体あんかけ焼きそば試食!!
全員待望!杏果自慢のメニュー登場!?
夏ライブ桃神祭2016直前企画
今回は杏果が千葉県船橋市へ!!

＃269 2016/2/16

前回に引き続き
っぽいキング決定戦ファイナル!!
ラップバトル後半戦もさらにヒートアップ!!
そして今回ついに総合優勝が決定!!

＃294 2016/8/9

第3回 杏果の大喜料理!
本領発揮のフレンチトーストセット!
アシスタントあーりんも本領発揮!?
夏ライブ桃神祭2016直前企画
今回は高城が宮城大学へ!!
そして超直前 見どころ大公開も!!

＃270 2016/2/23

3年ぶりに復活「ビリを決めようレース」
負けず嫌いの5人がプライドをかけて激突!!
そして「ぶらり高城れに」待望の新シリーズ!!
「香川グルメ街道をゆく。」スタート!!
驚きのスペシャルゲストを案内役に
香川県の絶品グルメを食べ尽くし!!

＃295 2016/8/23

ももクロ夏の恒例ライブ
桃神祭2016メイキングSP
今回はライブOP映像鬼押出しロケに密着!!
メンバーが語る夏ライブとは!?
桃神祭ライブダイジェストも!!

＃271 2016/3/1

「ぶらり高城れに」新シリーズ「香川グルメ街道をゆく。」
今回はガイドに本広克行監督を迎え
監督の地元・香川の絶品グルメをぶらり!
そしてメンバーが日常の様々な場面を
「あり」か「なし」で判定する
「ももクロChanありなしトーク」もお届け!!

＃296 2016/8/30

推され隊の2人が
ディープな世界を巡る新企画スタート!
「アイドルが一人じゃ絶対にいかないディープな世界」
超貴重!真夏の桃神祭舞台裏大公開!!
ももクロChan番組新グッズ特報も!!

＃272 2016/3/8

「ぶらり高城れに」の最中に突如はじまった「こってりパトロール」!
ここからは百田も加わってご当地出身・本広監督も知らなかった
香川こってりグルメをパトロール!!
そしてDX版だけの独占公開!
ロケ終了後に高城れにだけのももクロChan番外編!!
そして初の5大ドームツアー「DOME TREK 2016 @名古屋」速報!!

＃297 2016/9/9

テレ朝動画だけの特別編!
この夏 日産スタジアムを沸かせた桃神祭
桃神祭と言えば日本各地のお祭りとのコラボが見どころ!
今回は事前に各地のお祭りを訪問した中から
あーりん&しおりんが巡った各地のうまいもんレポートを独占公開!!

＃273 2016/3/15

今回のももクロChanは大好評!「ありなしトーク」
日常の様々な出来事をメンバーが白黒つける!!
さらに今回はさぬき映画祭でも
上映された「幕が上がる」の舞台挨拶密着ドキュメンタリーを特別に大公開しま
す!!

＃298 2016/9/13

推され隊の2人が
巡る「ディープな世界」第2夜
今回は下町の“酒都”立石のおでん&
4畳半しかない極狭焼肉店!
ももたまい婚&2人だけの新曲初公開も!!

＃274 2016/3/22

今回は高城ソロコンサート密着SP!!
れにちゃんの秘めた思いが明らかに!!
そして玉井がメンバー初の単独ドラマ出演
その舞台裏にももクロChanカメラが潜入!!

＃299 2016/9/20

オカルト大好き れにちゃんが
自ら企画した新コーナースタート!!
「高城オカルト倶楽部」
季節外れの不思議でこわーい話の連続に
メンバーガチビビリ!!

＃275 2016/3/29

ももクロChan特別企画!
著名人が選ぶ名場面ベスト3!!
番組5年半の歴史の中から今回は、おなじみ東京03飯塚、
南キャン山ちゃん、コーラス加藤いづみさん
そして松尾由美子アナが名場面を厳選!!
DXだけの関係者アンケート未公開も収録!!

＃300 2016/9/27

ももクロChanついに配信300回!
あーりん念願のソロコン
“AYAKA-NATION”に密着!!
さらに高城オカルト倶楽部は
衝撃展開!!まさかの玉井大号泣!?



＃301 2016/10/4

まだまだ続く
高城オカルト倶楽部 後半戦!!
その前に芸人永野ハーフタイムショー!?
そしてついに芸人怪談王登場!!
幽霊を呼ぶ音でメンバー大パニック!!

＃326 2017/4/11

今回のももクロChanは
「ぶらり高城れに」超絶品海鮮丼に舌鼓!
グレートあーりんロボ登場で大暴走!?
メンバーが語るDVD&Blu-ray見所解説!
そして春の一大事2017速報もお届け!!

＃302 2016/10/14

テレ朝動画だけの特別編! あーりん&しおりんロケバストーク!!
ももクロChan地上波放送休止につき
今回は「こってりパトロール」の移動中ロケバス車内にて収録を敢行!!
東京03飯塚さんのプライベートから
あーりんソロコンの裏話まで
たっぷり幅広くお届け!!

＃327 2017/4/18

今回のももクロChanは
百田夏菜子ももクロChan凱旋記者会見!
約1年ぶりに帰って来たリーダーに
メンバーが質問攻め!!

＃303 2016/10/18

季節外れの怪談企画ついに完結!!
第1回 高城オカルト倶楽部 完結編!!
今回も選りすぐりのオカルト話をお届け!
そしてラストにまさかのハイテンション…？
さらに新企画がスタート!「クイズ イラスト探偵団」
杏果の似顔絵でおなじみゲスト登場!

＃328 2017/4/25

春の一大事2017の舞台裏に突撃リポート!
前回のももクリ同様にモノノフ小松アナが
てまきパークから本番直前のメンバーまで
余すところ無く舞台裏をお届けします!
百田夏菜子凱旋記者会見 後半戦も
百田ワールド全開でお届け!!

＃304 2016/10/25

「クイズ イラスト探偵団」2回目のゲストは
ももクロChanでもおなじみの
あのブレイク芸人が登場!?
そしてメンバーと一緒に新ネタを披露!?

＃329 2017/5/2

今回のももクロChanは
第4回っぽいキング決定戦!
っぽいキング史上初の珍事件発生!?
春の一大事2017舞台裏
小松アナリポート後半戦も!

＃305 2016/11/1

大好評!「クイズ イラスト探偵団」
今回のゲストはまさかの大物レスラー!？
本人の意外な本性が暴露される!
そして5年前のももクロを超貴重映像で振り返る!!

＃330 2017/5/9

2年ぶりの関係者アンケート企画
手を洗ったあと服で拭くのは…？
っぽいキング決定戦は
帰ってきたフリースタイルラップ対決!
最新ツアーで新企画スタート!!

＃306 2016/11/8

8ヶ月ぶりに出動!
帰ったきた人気企画「こってりパトロール」!
今回は隊員見習いに東京03飯塚さんを迎え
さらにパワーアップした!?こってりをお届け!!

＃331 2017/5/16

関係者アンケート番外編!
千鳥ノブの選ぶベスト5とは…？
っぽいラップバトル後半戦!!
いよいよチャンピオン杏果登場!!
今回のツアー定点カメラは兵庫!!

＃307 2016/11/18

配信限定!特別編!
あーりん&れにちゃんロケ中トーク!!
ももクロChan地上波放送休止につき
今回は近日公開「ぶらり高城れに」ロケ中に
配信限定の特別トークをお届け!!
マル秘ゲストも地上波に先行して登場!!

＃332 2017/5/23

超豪華!関係者アンケートに
加山雄三さん登場!!
ツアー定点カメラでは
謎のりんりんチャンネル始動!?
第4回っぽいキングもまだまだ続く!

＃308 2016/11/22

今回の「こってりパトロール」は飯塚さんとカレーで「こってり昇級試験」!?
女優・玉井詩織 出演映画「アニバーサリー」のトークイベントに潜入
しおりん&本広克行総監督からメッセージも!!
ドームツアー「DOME TREK 2016」未公開メイキング映像を特別公開
テレ朝動画だけに男祭り2015で大好評だったメイキング「あーりんについて」が復
活!!
そして れにちゃんも…

＃333 2017/6/2

2016年7月にAbemaTVで配信された「ももクロChan」スピンオフ！
「大いに語る　ももクロChan　24時!!（前編）」
メンバーが大好きな企画は？あの時のあの企画の裏側！！
有安杏果がどうしても許せない企画は？

＃309 2016/11/29

「ぶらり高城れに」新シリーズスタート!!
夜の横浜を巡るぶらりに主役食いあーりん襲来
どうなる!?ぶらり高城れに!!
そして「こってりパトロール」は
初のスイーツ登場に隊長&隊員大興奮!!

＃334 2017/6/2

2016年7月にAbemaTVで配信された「ももクロChan」スピンオフ！
「大いに語る　ももクロChan　24時!!（後編）」
メンバーが語るももくろChanとは？？
あの人の登場に百田夏菜子のリアクションがおかしい!?

＃310 2016/12/6

夜の横浜を巡る「ぶらり高城れに」
主役をあーりんに食われながらも水族館でいい雰囲気の2人安心？
アトラクションにもチャレンジ!?
そして横浜発祥の絶品グルメも登場!!
そんな中ぶらりの元相方タマさんは1人海外へ…ぶらりを企画ごと食らう？
「玉井詩織 世界へはばたく」スタート!!

＃335 2017/6/6

大好評!ツアー定点カメラは広島編!
関係者アンケートでは
ピコ太郎でおなじみのあの人が…
いよいよ完結!第4回っぽいキング
「っぽい」の栄冠を手にするのは果たして…

＃311 2016/12/13

夜の横浜を巡る「ぶらり高城れに」
しっぽり足湯でちょっぴり真剣トーク？
温泉と言えば卓球!ガチ対決で波乱!?
そして約2年ぶりに帰ってきた
辞書を引いてトークする「辞書の時間」

＃336 2017/6/13

待望の新企画スタート!!
「クイズ ももChanクロChna」
ゲストを迎えてお送りする
チーム対抗のクイズ企画だ!!
ツアー定点カメラは福岡へ!!

＃312 2016/12/20
夜の横浜を巡る「ぶらり高城れに」ついに完結!
謎のハマっこグルメ「ちゃーめん」に舌鼓!
まさかの豪華メンバーで船上ライブ開催!!

＃337 2017/6/20
新企画「クイズ ももChanクロChna」
まだ誰の物でもない“あの”ゲスト登場!!
青春ツアー定点企画は岡山からお届け!

＃313 2017/1/10

2017年最初のももクロChanは久々のメンバー全員集合!!
ももクリ2016へ向けた映像撮影を
ももクロChanオフィシャルリポーターの
玉さんが密着リポート!!
そしてももクロChan選抜メンバーが
今年の目標を書き初めで披露します!!

＃338 2017/6/27

第6回ペンタゴンダービー開幕!!
ももクロの妹分3B juniorから
愛来と中村優が参戦!!
ツアー定点企画はまさかの事態が!?

＃314 2017/1/17
今回のももクロChanは
ももクリ2016の舞台裏をテレ朝のモノノフアナウンサー小松アナが潜入リポート!!
そして玉井&高城が東武動物公園でももクロ仕様のイルミネーションを体験!!

＃339 2017/7/4

罰ゲーム回避なるか!？
ペンタゴンダービー後半戦!
ツアー定点企画は鳥取編
あーりんライブでまさかの大失態!?

＃315 2017/1/24

今回は久々にあの方々が登場!?
恒例!新春ももクロChanカルタ!!
そして特別企画!
どうする？どうなる？夏菜子ちゃん！

＃340

＃316 2017/1/31

お年玉争奪!新春ももクロChanカルタ!!
今回も東京03の2人を加え、
メンバーを衝撃的な展開が待ち受ける!!
そしてテレ朝動画版だけ
「辞書の時間」新ネタ大公開!!

＃341

＃317 2017/2/7

新春ももクロChanカルタ!完結編!!
東京03の2人を迎えたカルタ対決もついに決着!!
メンバーの即興芝居「いじらしいバカ」再び!
今回もあーりんタイムで地獄絵図が…!？

＃342

＃318 2017/2/14

人気企画 久々の登場!!
1年2ヶ月ぶりの「あーりんクッキング」
今回もパワー全開でお届けするあーりんに
玉井&高城がタジタジに…

＃343

＃319 2017/2/21

前回に引き続き「あーりんクッキング」
今回は身近なあのお菓子が
魔法の力で激ウマ料理に大変身!!
疑惑の魔法道具登場で一同大ブーイング!?

＃344

＃320 2017/2/28
今回の「あーりんクッキング」は
絶品肉まん&スイーツ作りに挑戦!!
まさかの事態発生にあーりんは…。

＃345

＃321 2017/3/7

大好評!第5回ペンタゴンダービー!!
れにプロデュースの妹分が緊急参戦!
ポスト夏菜子のトンデモ逸材登場!?
常識問題に今回も安定の珍解答続出!!

＃346

＃322 2017/3/14
第5回ペンタゴンダービー!いよいよ後半戦!
5人はちゃんと紙飛行機を作って飛ばせるのか!？
第5弾DVD&Blu-ray特典映像情報も!!

＃347

＃323 2017/3/21

ぶらりが東北に初上陸!「ぶらり高城れにin東北」
舞台はメンバーにとって思い入れの深い女川町
特産品の絶品ホタテをかけて
メンバー同士のクイズバトルが勃発!!

＃348

＃324 2017/3/31

今回はテレ朝動画だけの特別編!
地上波に先駆けて
2年ぶりの関係者アンケート企画を大公開!!
ももクロの裏の顔が今暴かれる!!
そしてお蔵出し「辞書の時間」もお届け!!

＃349

＃325 2017/4/4

メンバー5人揃って
地上波放送5年目突入!
高城れに3回目のソロコン舞台裏に密着!!
「ぶらり高城れに」は女川中学校に訪問!
生徒の前で「走れ!」を熱唱!

＃350


